
ご使用方法�つづき�

品番  �

MHG型�
（ポーチつきタイプ）�

MMB型�
※MMB型は、ポーチ�
　がありません。�
�

①� ②�

取扱説明書�
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読み�
ください。お読みになったあとは、お使いになる方が�
いつでも見られるところに必ず保管してください。�

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、�
　はがさないでください。�
�

タイガーステンレスボトル�
〈サハラ クール　〉�◯�Ｒ�

1
2
せんをはずす�

冷たい飲みものを入れ、せんをしめる�

ご使用方法�

次ページに内容が続く�

�

ご使用前使用前に必ず必ずキャップ、内びん、ん、せんせんを�
洗ってからご使用使用ください。�

かばんなどに入れる場合は、万一のもれを防止するために、必ず製品を�
立てて入れてください。�

あらかじめ少量の冷水を入れ、予冷をする
と効果的です。�
※冷たい飲みものを入れすぎると、もれ
たりあふれたりする原因になります。�
（P3「冷たい飲みものの量」の項目を
ご参照ください。）�
※せんをしめた後、キャップが確実にしまっ
てロック状態になっていることをご確認
ください。�
（P2「4 飲み終わったら」の項目をご参
照ください。）�

〈お願い〉�

キャップがロック状態のときは、
キャップが空回りして開閉できま
せん。�
ロックを解除した状態でキャップ
を開閉してください。�

3キャップをはずして飲む�
キャップのロックを解除してあけた後、飲んでください。�
※はずしたキャップを、なくさないようにご注意ください。�

4飲み終わったら、本体を立てた状態にして、�
キャップを確実にしめ、ロックする�
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内容物がもれるおそれがあります。�

やけどなどのおそれがあります。�

冷たい飲みものの量は、図�
の位置までにしてください。�

せんは確実にしめ、キャ�
ップは確実にしめてロッ�
クしてください。その後、�
製品を傾けたりして、内�
容物がもれないことをご�
確認ください。�

内容物がもれるおそれがあります。�

飲み終わったら、本体を�
立てた状態にして、キャ�
ップを確実にしめてロッ�
クしてください。�

熱いものを入れないでください。�

本体を丸洗いした後は、�
すぐに乾いた布で水分を�
ふき取ってください。�

本体や部品の煮沸、およ�
び食器洗浄機や食器乾燥�
機などの使用はしないで�
ください。�

必ずお守りください� もれたりあふれたりすると、やけどや他のものを汚す原因になります。�

飲料物の保冷以外に使用�
しないでください。�

乳幼児の手の届くところ�
には置かないでください。�
また、いたずらには充分�
にご注意ください。�
けがなどのおそれがあります。�

次のものは入れないでく�
ださい。�

コンロやストーブなど、�
火気のそばには近づけな�
いでください。�

破損の原因になります。必ず肩かけ�
のベルトや取っ手のベルトを持って�
ください。�

持ち運ぶときは、ポーチ�
の口どめのひもやゴムの�
ひもを持たないでくださ�
い。�

正しい向きに入れないと、内容物が�
もれる原因になります。�

ポーチに上下逆に入れな�
いでください。�

人や物に当たると危険です。�

ポーチのベルトやひもを�
持って振り回さないでく�
ださい。�

はがすと、性能が低下するおそれが�
あります。�

本体の底に貼付している�
保護シートは、絶対には�
がさないでください。�

③�
④�

●熱いもの�
やけどなどのおそれがあります。�

●ドライアイス、炭酸飲料など�
　（内圧が上がり、せんが開かなかっ
たり、内容物が吹き出たり、せん、
キャップなどが破損して飛び散る
おそれがあります。）�

●牛乳、乳飲料、果汁など�
　（腐敗、変質の原因また、そのまま
長く放置した場合、腐敗、変質によ
りガスが発生し、本体の内圧が上
がり、せんが開かなかったり、内容
物が吹き出たり、せん、キャップな
どが破損して飛び散るおそれが
あります。）�

●塩分を含んだもの�
　（さびるおそれがあります。）�
●お茶の葉、果肉など�
　（目づまりや、もれる原因になります。）�

入れすぎると、もれたりあふれた
りするおそれがあります。�

樹脂部の変形、変色の原因になり
ます。�

熱による変形や、もれる原因になり
ます。�

水分をふき取らないと「水滴」の跡
が本体に残ったり、サビの発生や他
のものを汚すおそれがあります。�

MMB型の場合�MHG型の場合�
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倒したり、落としたり、�
ぶつけたり、強い衝撃を�
与えないでください。�

ボトルの肩部分にヤカン�
をあてないでください。�

冷凍庫に入れないでくだ�
さい。�

ご注意とお願い� 故障かな？と思ったら�

⑥�

下記の点検をしても、なお不具合の場合は、�
お買い上げの販売店にご相談ください。�

このような場合は�

水もれする�

せん・キャップが�
しまらない�

保冷が効いて�
いない�

内びんやせん・キャップ�
から異臭がする�

（　）内にあるページをご参照の上、お確かめください。�

本体内側（内びん）が�
変色した�

傷やサビ、故障の原因になります。�

周囲の環境（湿度、塩分など）により�
サビやにおいが発生することがあり�
ます。�

シンナー類、クレンザー、�
金属たわし、化学ぞうき�
んなどは使用しないでく�
ださい。�
�

大きな氷を入れる場合は、�
押し込まず小さくしてか�
ら入れてください。�

製品がぬれている状態で、�
ポーチに入れたまま放置�
しないでください。�

さびたり穴があく原因になります。�

塩素系漂白剤は使用しな�
いでください。�
�

丸洗いすると生地のほつれや、縮�
みの原因となります。�

ポーチは丸洗いしないで�
ください。�
�

⑤�

転倒したり、また傷や変形の原因
になります。�

もれたり、保冷効果が低下する原
因になります。�

表面がへこみ、保冷効果が低下し
たり、もれるおそれがあります。�
また本体に傷がつくと、さびたり
お手入れの際に、塗装がはがれた
りすることがあります。�

●冷たい内容物を入れていますか。�
●内容物の量が少なくありませんか。�
※周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、
充分な保冷効果が得られない場合があります。�

●内容物を入れすぎていませんか。（P 3）�
●パッキンが正しく取りつけられていますか。（P 7）�
●せんが正しくセットされていますか。（P 7）�
●キャップが正しくセットされていますか。（P2、P 7）�
●本体や部品の煮沸、および食器洗浄器や食器乾燥機など
の使用をしていませんか。（P4、P7）�
●せんやキャップ、パッキンが消耗していませんか。（P8）�
●製品を落下させたり、激しい振動を加えたりしていませ
んか。（P 5）�

●「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着
していませんか。�
※内びんにはステンレス鋼を使用していますが、水質や不
純物などにより、サビのような汚れや、カルシウム分な
どが付着する場合があります。このような場合は、クエ
ン酸をぬるま湯でうすめて入れ、2～3時間後に柔らか
いブラシできれいに洗った後、水で充分にゆすいでくだ
さい。�

●汚れが付着していませんか。（P 7）�
●内容物を長時間入れたままにしていませんか。（P 7）�

水滴がつく� ※製品の構造上、湿度が高いときにキャップの天面に水滴
がつく場合があります。�

●内容物を入れすぎていませんか。（P 3）�
●ドライアイスや炭酸飲料などを入れていませんか。�
　（P 4）�

キャップがあかない� ●キャップがロック状態になっていませんか。（P2）�

�



お手入れの方法�
ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうち�
にお手入れをしてください。�

長時間使用しないときは、汚れを充分に落とし充分乾燥させてください。�

■本体は丸洗いできます。柔らか
いスポンジで洗った後に水洗し、
充分に水分をふき取ってくださ
い。�
■ポーチはお湯を布に含ませ、か
たくしぼって、ふいてください。�

�
※せんやキャップ、ポーチを本体にセッ
トしたまま丸洗いしないでください。
お手入れするときは、製品を分解して
から行ってください。�

※塩素系漂白剤は使用しないでください。
さびたり、穴があく原因になります。�

※シンナー類、クレンザー、金属たわし、
化学ぞうきんなどは使用しないでく
ださい。傷やサビ、故障の原因になり
ます。�

※本体を洗った後は、すぐに「水滴」をふ
き取ってください。「水滴」が残ったま
まにしておくと、シミや跡がついたりサ
ビが発生し、他のものを汚す原因になり
ます。�

※本体や部品の煮沸、および食器洗浄
機や食器乾燥機などの使用はしない
でください。傷やサビ、変形など、故
障の原因になります。�

※お手入れをするときは、柔らかいスポ
ンジ以外は使用しないでください。�

※他のものと一緒にお手入れするときは、
製品に傷がつかないようにご注意くだ
さい。�

〈せん・キャップのお手入れ方法〉�

⑦�

■せん・キャップは丸洗いできます。柔ら
かいスポンジで洗った後に水洗し、内部
の水分を充分に振り切り乾燥させてく
ださい。また、せん・キャップのパッキン
は取りはずすことができます。�

※せん・キャップのパッキンは方向を間違えな
いように、正しくセットしてください。�

　誤ったセットをすると内容物がもれたり、保
冷効果が低下する原因になります。�

パッキン（MMB型のみ）・�
キャップパッキンのはずしかた�
先が細く柔らかい棒（つまようじなど）を、
凹部に差し込みはずす。�

※金属製の金串などは使用しないでくださ
い。パッキンが破れるおそれがあります。�

MMBMMB型�
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